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●世帯数 128,928（188減） （令和4年11月1日現在、（　）は前月比）
●人　口 男  130,228 （330減）  女  130,009 （27増）
 計  260,237 （303減）  うち外国人住民数 5,679

11月21日号令和4年（2022年） （第2009号）

新鮮採れたての野菜 !新鮮採れたての野菜 !

注目のパン屋も出店!注目のパン屋も出店!

個性的な商品を個性的な商品を

取りそろえています！取りそろえています！
観て、聴いて楽しい!観て、聴いて楽しい!

府中産農産物府中産農産物
の販売の販売 食料品の販売食料品の販売 雑貨類の販売雑貨類の販売

ステージイベントステージイベント
（雨天中止）（雨天中止）

市内の農家・高校生が栽培した野菜
や果物、花等を販売します。安全で新
鮮な府中産の農産物を、ぜひ、お買い
求めください。

手作りパンやこだわりのコーヒー、
焼き菓子等を販売します。イベン
ト時でしか買えないパン屋も出店
します。

ハンドメイドのアクセサリーや化
粧品等、いろいろな商品を販売し
ます。ぜひ、お気に入りの逸品を探
してみてください。

都立農業高校の生徒によるファッ
ションショーや、様々なアーティスト
等による音楽ライブを行います。マ
ルシェでの買い物とともに、楽しいス
テージをお楽しみください。

工芸品や雑貨、手作りパンや採れたて野菜等、暮らし華やぐ品々が市内から集まります。
特設ステージでは、ファッションショーや音楽イベント等を開催します。

ぜひ、お越しください。
日 11月27日（日）午前11時～午後4時半／荒天中止 場 けやき並木通り

内 市内事業者による物販、ステージイベント

問  まちづくり府中（☎370-1960）

11月27日（日）

第4回府中市議会定例会
招集日は11月28日（月）

　新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、傍聴を制限させていた
だく場合がありますので、その場合は、府中市議会 HPで配信しているイン
ターネット中継をご覧ください。
問議事課（☎335-4507）
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ツイッターの市公式アカウントは「東京都府中市」、ユーザー名は「＠fuchu_tokyo」

◆地域体育館健康体操教室（1～3月）◆
会　場 教　室　名 日時（全9回） 対象（市民） 定員（抽せん） 内　容

①
一
般

府中朝日フット
ボールパーク 60歳からの健康づくり教室 毎週月曜日　午前9時～10時15分・10時35分～11時50分

60歳以上の方
各15人 リズム体操、ストレッチ、練功十八法

押立体育館

60歳からの健康づくり教室 ①毎週月曜日　午後1時半～3時
②毎週火曜日　午後1時半～3時 ①65人、②75人 ①ストレッチ、筋力トレーニング、軽スポーツほか

②ストレッチ、腰痛予防体操ほか
リ ズ ム 体 操 教 室 毎週木曜日　午後1時半～3時 18～75歳の方 70人 ソフトエアロビクス、ストレッチ、筋力トレーニングほか
E n j o y ス ポ ー ツ 教 室 毎週土曜日　午後6時～7時 20歳以上の方 各15人 ニュースポーツ等を取り入れた運動、ストレッチ
リズム&トレーニング教室 毎週土曜日　午後7時半～8時45分 リズム体操、筋力トレーニング、ストレッチほか
エ ア ロ ビ ク ス 教 室 毎週火曜日　午後7時半～8時45分 16歳以上の方 30人 エアロビクス、ストレッチ、筋力トレーニング

栄町体育館

60歳からの健康づくり教室 毎週月曜日　①午前9時～10時15分・②10時45分～正午
③毎週金曜日　午前9時～10時15分 60歳以上の方 ①②各70人

③60人
①体力づくり体操、練功十八法
②③リズム体操、練功十八法

シ ェ イ プ ア ッ プ 教 室 毎週木曜日　午後1時半～3時 20～75歳の方 55人 ソフトエアロビクス、ストレッチほか
ウォーキング＆トレーニング教室 毎週月曜日　午後1時半～3時 40～65歳の方 60人 ウォーキング、体幹トレーニング、筋膜リリースほか
成 人 体 力 づ く り 教 室 毎週火曜日　午後7時半～8時45分 20歳以上の方 20人 体力づくり体操、軽スポーツ

日吉体育館 60歳からの健康づくり教室 毎週金曜日　①午前10時～11時半、②午後1時半～3時 60歳以上の方 ①50人、②70人 リズム体操、ストレッチ、腰痛予防体操ほか
リズム体操＆ストレッチ教室 毎週水曜日　午後1時半～3時 18～75歳の方 60人 リズム体操、ストレッチ、筋力トレーニングほか

四谷体育館

60歳からの健康づくり教室 毎週水曜日　午後1時半～3時 60歳以上の方 70人 リズム体操、ストレッチ、練功十八法ほか
ソ フ ト エ ア ロ ビ ク ス 教 室 毎週金曜日　午前10時～11時半 18歳以上の方 65人 ソフトエアロビクス、筋力トレーニングほか
成 人 体 力 づ く り 教 室 毎週金曜日　午後7時半～8時45分 20歳以上の方 15人 リズム体操、ストレッチ、筋力トレーニングほかリズム体操&ストレッチ教室 毎週月曜日　午後1時半～3時 18～75歳の方 60人

②
小
学
生

押立体育館 ジ ュ ニ ア ス ポ ー ツ 教 室 毎週水曜日　午後3時半～5時
小学生

45人
基礎体力向上を目的とした運動、レクリエーションゲー
ムほか

栄町体育館 こどもチャレンジスポーツ教室 各30人日吉体育館 小学生ニュースポーツ教室 毎週土曜日　午後3時半～5時四谷体育館 小 学 生 体 操 教 室 55人

新たに実施している
個別接種会場

医療機関名 住所 対象 電話番号 受付時間（祝日を除く）

武蔵野医院 清水が丘
3の11の31 16歳以上の方 ☎042-361-4460

月～土曜日の午前9時半
～11時半、月・火・木・金
曜日の午後4時～6時

慈秀病院 白糸台
3の16の5 12歳以上の方 ☎042-369-1511 月～金曜日の午前9時～午後4時

問府中市新型コロナワクチンコールセン
ター（☎0570-042567）

　今年は季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症が同時に感染
拡大する恐れがあります。同時流行させないよう、感染予防対策の徹底をお
願いします。
問保健セン

ター（☎368-6511）

　前回の接種を9月中に終えた方の追加接種用の接種券を、11月30日（水）
までに届くように発送します。届かない方は、府中市新型コロナワクチン
コールセンターへご連絡ください。

　12月1日（木）から、集団接種会場（市民活動セン
ター「プラッツ」内）での接種を再開します。
　集団接種会場で使用するモデルナ社のオミクロン
株対応ワクチンをBA.1対応型からBA.4-5対応型に
変更する時期は、今後決まり次第お知らせします。 季節性インフルエンザとは

　季節性インフルエンザウイルスに感染すると、38度以上の発熱、頭痛、関節
痛、筋肉痛等の全身症状が現れます。
　高齢者や子ども、基礎疾患のある方等、抵抗力の弱い方がかかると重症化する恐
れがあるため注意が必要です。症状がある場合は早めに医療機関に相談のうえ、受
診しましょう。また、十分な水分と休養をとりましょう。
　予防にはワクチン接種が有効で、発症した場合に重症
化を予防する効果もあります。なお、今年度は新型コロ
ナワクチンとの同時接種が可能ですので、接種を希望す
る場合は、医療機関に相談のうえ、接種してください。

新型コロナワクチン接種券の発送

● こまめな手洗いやマスク着用、咳エチケット等
● 3密（密集・密閉・密接）を避ける
● 運動と十分な休息・栄養で免疫を高める
●ワクチンの接種

感染
予防対策

新型コロナワクチンに
関するお知らせ

　次の個別接種会場（医療機関）で、ワクチン接種（オミ
クロン株対応のみ）を新たに実施しています。

季節性インフルエンザと
新型コロナウイルス感染症の

予防に努めましょう

集団接種会場
での接種を再開

お知らせii
令和5年観光カレンダー販売中
販売場所 観光情報セン

ター、郷土の森観光物
産館、市政情報セン

ター

価格 300円（B2判ポスタータイプ）、
400円（ポストカード卓上タイプ）
問観光情報セン

ター（☎302-2000）

▲ ポストカード
　卓上タイプ

▲ B2版ポスター
　タイプ

リサイクルプラザ 都市計画の変更
に関する説明会・市民アンケート
　リサイクルプラザの建替えに伴い、
都市計画の変更に関する住民説明会及
び市民ニーズ把握のためのアンケート
を実施します。

問リサイクルプラザ（☎365-0502）
■都市計画の変更に関する説明会
日12月1日（木）午後7時・3日（土）午
前10時
場リサイクルプラザ資源棟研修室
申当日直接会場へ
■市民アンケート
期間 12月5日（月）まで
回答方法専用フォーム
からオンライン回答
大規模開発事業の
土地利用構想の縦覧
日12月12日（月）までの平日
場第2庁舎7階計画課
内
○ 開発事業者…多摩メディカルキャ
ンパス
○所在地…武蔵台2の8の4ほか
○ 開発区域面積…17万9780.22平
方メー
トル

○土地利用目的…病院
※ ご意見のある方は、12月19日（月）
まで（郵送の場合は計画課（〒183-
0056寿町1の5／問☎335-4412）
に必着）に、意見書を提出してくだ
さい。

生理用ナプキンの無償配布
　市では、生理用ナプキンを購入で
きない方等に、男女共同参画セン
ター「フチュール」及び子ども家庭支
援センター「たっち」で、生理用ナプ
キンを無償でお渡ししています。配
布方法等の詳細は、市
のHPをご確認ください。
※ 在庫がなくなり次第
終了します。

問男女共同参画セン
ター「フチュール」（☎

351-4600）

スポーツ

地域体育館健康体操教室（1～3
月）①一般・②小学生参加者募集
場 教室名 日 対 定 内下の表のとおり
費毎回の体育館使用料①100円・②
40円
申11月22日（火）から28日（月）に、
参加希望者の住所、宛名を記入した
はがきを持って、直接各地域体育館
（府中朝日フットボールパークの教
室は白糸台体育館でも可）へ／押

立・栄町・四谷体育館は28日（月）、日
吉体育館は22日（火）・27日（日）午後6
時～9時を除く／1人1教室／電話不
可／②はオンライン申込み可
問白糸台体育館（☎363-1004）、押立体
育館（☎367-0750）、栄町体育館（☎
367-0611）、日吉体育館
（☎363-2501）、四谷体育
館（☎368-7455）

ジュニアバスケットボール大会
参加チーム募集
日令和5年2月4日から23日の土・日曜
日、祝日
場郷土の森総合体育館ほか
対スポーツ傷害保険に加入し、市内で
活動している男子・女子の小学生で構
成されたチーム
種別 1部（小学6年生を含むチーム）、2
部（小学5年生以下のチーム）、3部（小
学4年生以下のチーム）
費無料
申12月1日（木）までに、決められた用
紙（第2庁舎4階スポーツタウン推進課
に用意、ダウンロード可）で、同課（問
☎335-4499）へ
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報情 かわら版市 からの

●各事業の申込み（先着順）で、時間の記載のないものは、午前8時半から受け付けます

　各種催し等は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止する場合が
あります。詳細は、HPでご確認いただくか、各担当へお問い合わせください。

凡例：日日程・日時 場会場・場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 出出演 他その他 申申込み 問問合せ HPホームページ 市ドメイン@city.fuchu.tokyo.jp

会議名 日時 会場 定員 傍聴の申込み

特別職報酬等
審議会

11月28日（月）
午後6時

市役所
3階会議室

先着
5人

11月25日（金）までに職員
課（問☎335-4051）へ

審議会・協議会等

　令和5年4月1日（土）に学童クラブへの入会を希望する方の申込みを受
け付けます。
問児童青少年課（☎335-4300）

対児童本人が安全に学童クラブに通え、集団での活動ができ、その保護者
が就労等のため、正午～午後6時の間に4時間以上、かつ月に14日以上児童
を監督保護することができない世帯
受付期間
○ 要加配児（新小学1～6年生）…12月1日（木）から16日（金）
○ 新小学1～3年生…12月1日（木）から28日（水）
○ 新小学4～6年生…令和5年1月6日（金）から16日（月）
※ 集団での育成において特に配慮が必要な児童は、要加配児
の受付期間にお申し込みください。詳細は、入会案内、また
は市のHPをご確認ください。
※ 新小学4～6年生の受入れは、定員に余裕がある学童クラブのみ行いま
す。
受付場所各学童クラブ（日曜日、祝日を除く午前11時～午後6時／事前に
電話連絡が必要）、市役所4階児童青少年課（平日の午後5時まで）・1階市
民談話室（12月10日、令和5年1月14日（土）午前8時半～正午）
■学童クラブ入会案内及び必要書類
配布場所市役所4階児童青少年課・1階市民相談室、各学童クラブ、市政情
報セン
ター、子ども家庭支援セン

ター「たっち」、子育て世代包括支援セン
ター「みらい」／ダウ

ンロード可

学童クラブの入会申込み受付
令和5年4月1日（土）入会

募集

市非常勤職員
（月額制会計年度任用職員）
■精神保健福祉相談員
採用日令和5年1月1日（祝）
対精神保健福祉士の資格をもち、精神
保健福祉に係る相談業務の経験が1年
以上ある方
募集人数 1人（試験）
内精神疾患を抱える方に対する自立
支援・相談業務
募集要項 11月30日（水）まで、市役所6
階生活福祉課で配布（平日のみ）／ダウ
ンロード可
申 11月30日（水）まで（必着）に、履歴
書、職務経歴書、資格証の写しを
〒183-8703生活福祉課（問☎335-
4346）へ
令和5年度中学生職場体験の
受入れ事業所
　働くことを通して、社会における自
らの役割や将来の生き方、働き方等を
考えるために、各市立中学校では、実際
の職場で仕事を体験する職場体験学習
に取り組んでおり、学習先として中学
生を受け入れていただける事業所を募

集します。
　詳細は、市のHPをご確
認ください。
申 問 指導室（☎ 335-
4062）へ

講座・催し

マンション管理士・建築士による
分譲マンション管理無料相談会

日 11月27日（日）午前10時～正午、
午後1時～4時
場第2庁舎3階会議室
対分譲マンションの居住者、管理組
合役員ほか
費無料
内分譲マンションの維持・管理や耐
震対策等の相談
申当日直接会場へ
問住宅課（☎335-4458）

道路クリーンアッププロジェクト
日12月3日（土）午前9時～11時／雨
天の場合は10日（土）
場スタジアム通り及び周辺道路、か
えで通り（分倍河原駅ロータリー～
ふるさと通り）、学園通り（小金井街
道～国分寺街道）
定各先着30人程度

内歩道の落葉掃き、植栽
帯のごみ拾い
※ 集合場所等は、市のHP

をご確認ください。
※ 掃除用具及びごみ袋は市で用意し
ます。

申 11月30日（水）までに道路課（問
☎335-4430）へ
あつまれもうすぐ小学生☆ひとり磨き
とお箸の使い方をマスターしよう！
日12月3日（土）午前10時半～11時
半・11時10分～午後0時10分
場子育て世代包括支援セン

ター「みらい」
対今年度6歳になる子どもと保護者
定先着14組
費無料
申 問同セン

ター（☎368-5333）へ
料理教室「クリスマスランチボックス～チキンス
テーキの粒マスタードソースと炊き込みピラフ」
日12月25日（日）午前10時～午後0
時半
場市民活動セン

ター「プラッツ」
対障害のある方
定6人（抽せん）
費1000円
申12月5日（月）午後4時までに、地域
生活支援セン

ターあけぼの（問☎358-1085
／FAX336-9085）へ／電子メール可

お知らせii
おめでとうございます
表彰

秋の叙勲

　永年にわたって、様々な分野で活
躍され、功績のあった次の方々が、晴
れの栄誉に輝きました。
問秘書広報課（☎335-4015）

（敬称略）
■旭日小綬章
▽ 濱中重美／元むさし府中商工会議
所会頭
■旭日双光章
▽ 塚口　智／東京都社交飲食業生活
衛生同業組合理事長

■瑞宝中綬章
▽上瀧徹也／日本大学名誉教授

危険業務従事者叙勲

　永年にわたって、危険性の高い業務
に精励された次の方々が、晴れの叙勲
を受章されました。
問秘書広報課（☎335-4015）

（五十音順・敬称略）
■瑞宝単光章
▽佐藤　久／元3等空尉
▽出谷德孝／元3等空尉
▽永沼次丸／元警視庁警視

東京都消防褒賞

　永年にわたって、消防の発展と地域
の安全に貢献された功績で、次の方々
が、都知事から表彰されました。
問防災危機管理課（☎335-4068）

（順不同・敬称略）
■東京都消防褒賞
▽中村善隆／府中市消防団第6分団長
▽ 澤井　薫／府中市消防団第16分団長
マイナンバーカード
交付申請書を送付
　マイナンバーカードを取得していな
い方に、地方公共団体情報システム機
構からマイナンバーカード交付申請書
が12月上旬までに順次発送されます。
　申請書に記載されている2次元コー
ドやIDを使って、スマートフォンやパ
ソコン等から申請できるほか、郵送で
も申請できます。12月31日（土）までに
申請した方は、最大2万円分のポイン
トがもらえるマイナポイントの対象と
なりますので、この機会に、ぜひ、申請
してください。
■申請書が送付されない方
○ 令和4年中に出生や国外からの転入
等により、新たにマイナンバーが付
番された方
○ 中長期在中者等、地方出入国在留管
理局からマイナンバーカードの交付
申請について周知されている方
○ DV等により居所情報を登録してい
る方
※ 申請時期により、申請・取得済の方に
も申請書が届く場合があります。

問総合窓口課（☎335-4333）

12月の子育てひろば
■ポップコーン&
　すきっぷ
日 場 対 申2次元コード
からご確認ください
■はじめてアート
日 場 対 申2次元コード
からご確認ください
内学芸員の解説によ
る美術鑑賞

◆　共通項目　◆
問地域子育て支援セン

ター「はぐ」さん
ぼんぎ（☎365-6212）

12月の休館・休止
■文化センター
○各文化セン

ター　29日（木）から31日（土）
○中央・武蔵台・住吉・紅葉丘文化セン

ター

　5日（月）
○白糸台・押
立・四谷・片
町文化セン

ター

19日（月）

問地域コミュニティ課（☎335-4137）
■体育館
○ 郷土の森総合体育館　5日（月）・13
日（火）・21日（水）・22日（木）・29日
（木）から31日（土）
○ 押立・栄町・四谷体育館　6日（火）・
15日（木）・16日（金）・21日（水）・29
日（木）から31日（土）
○ 白糸台・本宿体育館　7日（水）・8日
（木）・12日（月）・20日（火）・29日（木）
から31日（土）／体育室は空調工事
のため、5日（月）から利用不可

問 郷土の森総合体育館（☎363-
8111）、各地域体育館はスポーツタ
ウン推進課（☎335-4488）
■自動交付機
　市役所…12月1日（木）午前10時～
正午、市政情報セン

ター…12月1日（木）午
後2時～4時／保守点検のため
問総合窓口課（☎335-4333）

納期限のお知らせ
　11月30日（水）は、国民健康保険
税、介護保険料、後期高齢者医療保険
料の納期限です。
問納税課（☎335-4449）、介護保険
課（☎335-4021）、保険年金課（☎
335-4033）

掲示板
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◆運動普及員による体操◆
日　時 講座名 受付日

12月3日（土）午前10時～11時 筋力トレーニングとストレッチ
11月22日（火）
から12月5日（月）午後1時半～2時半 昔のラジオ体操とエアロビクス

（解説編）
12月8日（木）午前9時半～10時半 体と脳の健康体操
12月12日（月）午後1時半～2時半 昔のラジオ体操とエアロビクス

12月2日（金）
から

12月17日（土）午前10時～11時 筋力トレーニングとストレッチ

12月18日（日）午前11時～正午 気功とちょっぴり太極拳の
すすめ

12月19日（月）午後1時半～2時半 昔のラジオ体操とエアロビクス

12月19日（月）午前11時～11時50分 骨に刺激を与える体操とストレッチ 12月12日（月）
から12月22日（木）午前9時半～10時半 体と脳の健康体操

12月26日（月）午後1時半～2時半 昔のラジオ体操とエアロビクス

◆わがまち支えあい協議会（地区社協）◆
会の名称 日　時 会　場

にしふエリアささえ愛の会 12月2日（金）午後1時半～3時半 西府文化セン
ター

中央ささえあいの会 12月3日（土）午後1時～3時 中央文化セン
ター

住吉・分梅・南町ささえあい協議会 12月6日（火）午後1時15分～2時45分 住吉文化セン
ター

☎319-9703

市民活動センター

「プラッツ」

■市民活動入門講座やってみよう！シ
リーズ「マーブリングで科学体験」
日12月6日（火）午後2時～4時場第5

会議室定先着15人費無料内水面に絵
の具を垂らしてできる模様を紙に写す
講科学体験クラブ府中会員
申当セン

ターへ／電子メール・オン
ライン申込み可

☎330-2010

介護予防推進センター

「いきいきプラザ」

■元気一番‼ ひろめ隊
　～運動普及員による体操
日 講座名 受付日右の表のとおり対65

歳以上の市民定各先着25人（気功と
ちょっぴり太極拳のすすめのみ20人
／各受付日につき1人1回）費無料申電
話で当セン

ターへ
■初心者向け介護予防講座
　「スポーツウエルネス吹矢講座」
日12月4日（日）午前10時～11時対

医師からの運動制限のない65歳以
上の市民定先着9人費無料内呼吸法
を学び、吹矢を楽しむ申 11月22日
（火）から電話で当セン

ターへ
■自宅で気軽に学べる通信型介護予
防教室「健口お届け便」
日令和5年1月16日（月）から3月

31日（金）対 65歳以上の市民定 15
人（抽せん）費1500円内口くう機能
維持向上の自宅学習申 11月22日
（火）から12月15日（木）に、電話で
当セン
ターへ

☎360-1312／ FAX 368-6127

心身障害者福祉センター

「きずな」

■当事者相談
日①12月1日（木）午後3時～5時・

②3日（土）午後3時半～5時対①視
覚・②肢体障害のある方と家族ほか
費無料申当セン

ターへ
■装具・福祉機器・住宅改善相談
日①12月3日（土）午前9時～正午・

②15日（木）午後1時～4時費無料内
理学・作業療法士による相談申①11
月25日（金）・②12月8日（木）までに
当セン
ターへ
■地域交流イベント
　「しゅわえもんナイト」
日12月17日（土）午後1時半～2時

半対市民定先着20人内手話を使っ
た絵本の読み聞かせ、手話に関する
クイズほか申当セン

ターへ
◇　　　◇　　　◇

心身障害者福祉セン
ター「きずな」12月の休館日

　毎週日曜日、10日・24日（土）・29
日（木）から31日（土）

【 各施設の所在地など 】
市民活動センター「プラッツ」 〒183-0023 宮町1の100
介護予防推進センター「いきいきプラザ」 〒183-0033 分梅町1の31
心身障害者福祉センター「きずな」 〒183-0026 南町5の38
ふれあい会館 〒183-0055 府中町1の30

社会福祉
協議会 HPふれあい会館

社会福祉協議会 ☎364-5382
シルバー人材セン

ター ☎366-2322

■わがまち支えあい協議会
　（地区社協）
日 場下の表のとおり内住民同士

が支えあう主旨のもと、地域の課題
を共有して解決するための協議会定
例会申 問社会福祉協議会へ
■シルバー人材セン

ター入会希望者説明会
日12月5日（月）午前9時～10時場

1階ミーティングルーム対60歳以上
の市民で、短期的・補助的な仕事を探
している方定先着15人申 問同セン

ターへ
◇　　　◇　　　◇

ふれあい会館12月の休館日
　毎週日曜日、29日（木）から31日
（土）／問当館（☎334-3011）へ

生涯学習セン
ター12月の休館日

　5日（月）・29日（木）から31日（土）（温
水プールは27日（火）から）／当セン

ター図書
館は21日（水）・22日（木）も休館問当セン

ター

（☎336-5700）、当セン
ター図書館（☎336-

5702）へ

子ども家庭支援セン
ター「たっち」12月の休館日

　29日（木）から31日（土）問当セン
ター（☎

354-8700）へ

子ども家庭支援セン
ター「しらとり」12月の休館日

　毎週日曜日、29日（木）から31日（土）
問当セン

ター（☎367-8881）へ

男女共同参画セン
ター「フチュール」12月の休館日

　12日（月）・24日（土）・29日（木）から
31日（土）問当セン

ター（☎351-4600）へ

ふるさと府中歴史館12月の休館日
　毎週月曜日、29日（木）から31日（土）
問当館（☎335-4393）へ

◆募集する墓地◆
形　態 募集数（先着） 使用料 年間管理料

芝生墓地 132区画 125万円 1万5400円有期限芝生墓地（30年） 32区画 85万円
合葬式
墓地

1体用 35枠 17万8200円 管理料相当
分は使用料
に含まれて
います

2体用 71枠 35万6400円
樹林式
墓地

1体用 25枠 21万4000円
2体用 64枠 42万8000円

■使用申込み
対6月1日時点で、1年以上継続して府中市内、
または稲城市内に居住しているなど、申込区
分の資格を満たす方
申12月1日（木）から令和5年1月15日（日）（当
日消印有効）に、使用申込書を稲城・府中墓苑
組合（〒206-0812稲城市矢野口3567／問☎
379-9731）へ
※形態・募集数・使用料・年間管理料は、左下の
表のとおりです。
※詳しくは、市役所1階市民相談室・7階環境
政策課、各文化センター、市政情報セン
ター、市民活動センター「プラッツ」で配布
する申込みのしおりをご覧ください（ダウ
ンロード可）。
■内覧会
　当日は全ての墓地を内覧できます。ぜひ、お
越しください。
日12月3日（土）午前9時～午後1時
※当日は稲城長沼駅・稲城駅発着の臨時路線
バス（有料）が運行しています。
※期間外でも、合葬式墓地の建物内を除き、苑

公営　稲城・府中メモリアルパーク

墓地使用者を募集墓地使用者を募集

稲城駅から
徒歩約20分

内の墓地は自由に見学できます。
■臨時受付窓口を開設
日12月19日（月）・20日（火）午前9時半～午後
3時

場市役所1階市民談話室
内墓地使用の相談・申込み受付
申当日直接会場へ
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市の施設

講座・催し情報講座・催し情報
●各事業の申込み（先着順）で、時間の記載のないものは、午前9時から受け付けます
●掲載記事以外の催しは各施設HPでご確認ください

【 各施設の所在地など 】
郷土の森博物館 〒183-0026 南町6の32（入場料300円／中学生以下150円）
府中市美術館 〒183-0001 浅間町1の3
府中の森芸術劇場 〒183-0001 浅間町1の2

凡例：日日程・日時 場会場・場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 出出演 他その他 申申込み 問問合せ HPホームページ 市ドメイン@city.fuchu.tokyo.jp

問  子育て世代包括支援セン
ター「みらい」（☎368-5333）

各子育て教室・相談等は、
市の HPでご案内しています。

各子育て教室・相談等の予約は、市のLINE公式
アカウントで予約を受け付けています。

▲  友だち登録
　はこちら

業母 子 保 健 事 （子育て教室・相談）

▲中野りな

▲山下恵実

▲亀居優斗
ⒸKosuke AtsumiⒸKosuke Atsumi

ンワーズプロジェクトデザイナー）
申当日直接会場へ

◇　　　◇　　　◇
府中市美術館12月の休館日

　5日（月）から16日（金）・19日・26
日（月）・29日（木）から31日（土）

☎335-6211
【チケットの申込み】
 チケットふちゅう（午前10時～午後6時）
　　　　　☎333-9999

府中の森芸術劇場

■ 文化体験ワークショップ「はじめ
ての身体表現」参加者募集
日令和5年1月8日・15日（日）午後

2時～4時（全2回）場平成の間対中学
生以上の方定10人（抽せん）費2000
円内歩く、座るなどの日常の動作を
使って、表現力を高める講山下恵実
氏（演出家）申12月7日（水）まで（必
着）に、往復はがきに住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、年齢、返信用宛名を

☎368-7921

郷土の森博物館

■クリスマスリースづくり
日11月27日（日）午後1時～3時定先

着10人費1000円
■はたおり教室～中級編
日12月4日（日）午前10時～午後3時

定先着10人費1200円内コースター作
り
■ゴムスタンプを彫ろう
日12月4日（日）午後1時～3時定先

着8人費300円
◆　共通項目　◆

場ふるさと体験館他小学3年生以下
は保護者同伴申11月23日（祝）から電
話で当館へ

◇　　　◇　　　◇
郷土の森博物館12月の休館日

　毎週月・火曜日、29日（木）から31日（土）

☎336-3371

府中市美術館

■公開制作アーティストトーク
日11月26日（土）午後2時～4時場講

座室定先着60人費無料内7月23日か
ら行っている公開制作を振り返り、作
品を紹介する講飛田正浩氏（スポーク

記入して、当劇場「文化体験ワーク
ショップ」係へ／当劇場 HPから申込
み可問事業係（☎335-6210）へ
■府中の森めばえコンサート～ヴァイオリ
ンとクラリネットが奏でる魅惑の旋律
日令和5年2月11日（祝）午後2時

場ウィーンホール費 1500円（全席
自由）出中野りな（ヴァイオリン）、
亀居優斗（クラリネット）内曲目は
R.シュトラウス…ヴァイオリン・ソ

ナタ 変ホ長調 Op.18、ウェーバー…
グランドデュオコンチェルタントほか
他未就学児の入場不可申チケット発
売開始は11月26日（土）
■フロアコンサート出演者募集
日令和5年5月27日、7月15日、10月14

日、令和6年2月3日（土）場平成の間対市
内在住・在勤・在学の方で構成された、市
内で活動している団体費無料内市内の
音楽愛好者が企画・出演する演奏会申
11月22日（火）から12月23日（金）に、決
められた用紙（当劇場に用意、ダウン
ロード可）に必要資料を添えて、当劇場
へ／申込み多数の場合はジャンル別に
初めての方を優先して選考

◇　　　◇　　　◇
府中の森芸術劇場12月の休館日

　7日（水）・12日（月）・13日（火）・29日
（木）から31日（土）

　各種催し等は、中止する場合があります。また、施設利用の際には、マスクの
着用や検温等にご協力いただく場合があります。詳細は、HPでご確認いただく
か、各担当へお問い合わせください。

ひろば

■俳句体験 日12月3日（土）午後1
時半～5時場市民活動セン

ター「プラッツ」
定先着5人費無料講牧野正弘氏（俳
句会講師）申 問午後7時～9時に、同
会「游」・中野宛（☎366-1046）へ
■スキー講習会 日令和5年1月6日
（金）から8日（日）場菅平高原スキー
場（長野県上田市）対市民定先着30
人費2万円、小学生以下1万2000円
（リフト代が別に必要）他現地集合・
解散／6日の午後9時集合、講習は7
日・8日のみ講全日本スキー連盟公

認指導員申 問府中市スキー連盟・平
石宛（☎090-4076-0969）へ
■めざせ！G1グルメフェスin国司
館と家康御殿史跡広場 日11月27
日（日）午前11時～午後4時／荒天中
止場国司館と家康御殿史跡広場費
無料内府中・調布・狛江市にある飲
食店の商品を販売問武蔵府中青色
申告会（☎362-8466）へ
■詩吟無料体験会 日 11月24日
（木）午前10時～正午場市民活動セン

ター

「プラッツ」定先着10人内短歌、漢詩
ほか講山本精紅氏（岳精流日本吟院
皆伝師範）申 問詩吟やまなみ・山本
宛（☎367-6451）へ

■子ども参加ミュージカル「瓶ヶ森の
河童」 小学生出演者オーディション
日12月17日（土）午後3時～5時場

府中白糸台幼稚園（白糸台5の13の
5）対小学生で、令和5年1月14日・21
日・28日、2月4日（土）・11日（祝）の稽
古と2月12日（日）の本番に参加でき
る方定先着50人費無料講天城美枝
氏（脚本・演出）ほか申11月25日（金）
から12月3日（土）に、ミュージカル
カンパニー「ふるきゃら」のHPから問
同オーディション係（☎386-8355）
へ
■新春書き初め大会参加者募集
日令和5年1月5日（木）①午前11時、
午後1時半・②2時40分場市民活動セン

ター

「プラッツ」対市内在住・在勤・在学
の①小・中学生、②小学生以上の方
定各先着25人費無料他作品は1月6
日（金）から8日（日）に同セン

ターで展示申

11月22日（火）から12月12日（月）
に、決められた用紙（府中の森芸術劇
場、同セン

ター、各文化セン
ターに用意）で同劇場、

または同セン
ターへ問府中市書道連盟（☎

366-5301）へ
■公開講演会「生きづらさを生きて
いく」 日12月8日（木）午後2時半～
4時場市民活動セン

ター「プラッツ」定先着
20人費無料講宮﨑悠華氏（府中刑務
所分類首席）申12月2日（金）までに、
府中地区保護司会事務局（問☎335-
4161＝地域福祉推進課内）へ

官公庁から

■国民年金保険料10月分の納期限
及び口座振替日 日11月30日（水）
場納付場所は郵便局、金融機関、また
はコンビニエンスストア問府中年金
事務所（☎361-1011）へ

　各種催し等は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止する場
合があります。詳細は、各問合せ先へお問い合わせください。

●掲載内容は、当事者間で責任をお持ちください

12月3日（土） から11日（日）

でんしゃで あそぼう！

日 12月3日（土）から11日（日）
の午前9時半～午後4時（5日・6
日を除く）
費同館入場料300円、中学生以
下150円
※ ミニSL乗車体験は、10日（土）
･11日（日）のみ（雨天中止）で、
1人100円が別に必要です。

日12月10日（土）午前10時～正午
対小学3年生以上の方（小学生は保
護者同伴）
定先着10人
費2500円
申11月26日（土）から電話で同館へ

　郷土の森博物館では、Nゲージ模型や同館収蔵の鉄道関連資料等の展
示、運転体験やミニSL乗車体験、ミニジオラマ工作、幼児向けのプラレー
ル体験等の鉄道に関する催しを行いますので、ぜひ、お越しください。
問郷土の森博物館（☎368-7921）

ミニジオラマ工作体験

武蔵府中 鉄道模型博
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凡例：日日程・日時 場会場・場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 出出演 他その他 申申込み 問問合せ HPホームページ 市ドメイン@city.fuchu.tokyo.jp

　市では、次のとおり計画案、方針案を作成しました。
　これらの案は、各担当窓口、市役所3階市政情報公開室、各文化セン
ター、市政情報センター、市のHPでご覧になれます。
　また、各案について、市民の皆さんのご意見を受け付けます。意見、
住所、氏名を記入して、各案の提出先へご提出ください。

文化センターのあり方に
関する基本方針（案）

趣旨 文化セン
ターの老朽化対策を進める

うえでの中長期的な見通しと基本的
な考え方を示した方針
内  ○施設・機能の現状と課題
 ○老朽化対策の進め方
 ○整備方針
意見の提出 12月20日（火）まで（必着）
に、地域コミュニティ課（〒183-
0056寿町1の5／問☎335-4137）へ
／FAX（365-3595）・電子メール
（bunkomyu01市ドメイン）可

環境基本計画（案）
趣旨環境保全に関する施策の基本
となる事項を総合的・計画的に推進
するための計画

ご 意 見 を
お 聞 か せ く だ さ い

内  ○計画策定の背景
 ○基本方針
 ○施策の方向性と取組
意見の提出 12月20日（火）まで（必着）
に、〒183-8703環境政策課（問☎
335-4196）へ／FAX（361-0078）・
電子メール（kankyo01 市ドメイン）
可

いじめ防止基本方針改正案
趣旨学校におけるいじめ防止の対
策等を推進するための基本的な方針
内  ○ いじめ防止等に関する基本的

な考え方
 ○学校・市における取組
意見の提出 12月20日（火）まで（必着）
に、〒183-8703指導室（問☎335-
4062）へ／FAX（360-9852）・電子
メール（gaksido02市ドメイン）可

特別支援教育推進計画（案）
趣旨障害の有無に関わらず児童・生
徒が共に学び、互いに理解を深めら
れる共生社会の実現を目指すための
計画
内  ○計画策定の背景
 ○基本的な考え方
 ○施策の方向性と取組
意見の提出 12月20日（火）まで（必着）
に、教育セン

ター（〒183-0055府中町1の
32 ／ 問 ☎ 364-4108）へ／ FAX
（334-0947）・電子メール（kyouiku
c02市ドメイン）可

一般廃棄物処理基本計画（案）
趣旨中長期的なごみ処理の在り方
やごみ減量施策等の基本的な方針を
明確にするための計画
内  ○ ごみ処理・食品ロス削減の現状

と課題
 ○基本的な考え方
 ○施策の内容と推進体制
意見の提出 12月20日（火）まで（必着）
に、〒183-8703資源循環推進課（問
☎335-4400）へ／FAX（336-5181）・
電子メール（risaikuru01 市ドメイン）
可

交通安全計画（案）
趣旨市内における交通事故を減ら
すため、交通事故防止対策の方向性
を示した計画
内  ○本市の道路交通事故の現状
 ○目標、重視すべき視点
 ○施策の方向性と取組
意見の提出 12月20日（火）まで（必着）
に、〒183-8703地域安全対策課（問
☎335-4147）へ／FAX（336-8674）・
電子メール（tiantai01市ドメイン）可

　12月17日（土）に開幕するジャパンラグビーリーグワンの東芝ブレイ
ブルーパス東京（BL東京）、東京サントリーサンゴリアス（東京SG）のホス
トゲームに、市民等の皆さんを招待します。
問スポーツタウン推進課（☎335-4477）

▲
Ｂ
Ｌ
東
京

申
込
み

▲

東
京
Ｓ
Ｇ

申
込
み

ホストゲームに無料招待ホストゲームに無料招待
ジャパンラグビーリーグワン

日 定下の表のとおり
場味の素スタジアム
定市民、市内在勤・在学の方（中学生以下は保護者同伴）
費無料
申オンラインで受付
※BL東京の申込みは、11月30日（水）まで受け付けます。
※ 東京SGの申込みには、ID登録、表に記載されている
クーポンコードが必要です。

東芝ブレイブルーパス東京 東京サントリーサンゴリアス

チーム 日時 対戦チーム 定員 クーポンコード
BL
東京

12月24日（土）
午後2時半 リコーブラックラムズ東京 300人

（抽せん） ―

東京
SG

12月18日（日）
午後2時半 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ

各先着
1000人

FUCs1GEc

12月25日（日）
午後2時半 NECグリーンロケッツ東葛 FUCs2GEc

令和5年1月7日
（土）午後2時半 横浜キヤノンイーグルス FUCs3GEc

　本市が舞台の一つとなっている競技
かるたを題材にした人気漫画「ちはや
ふる」と連携した「ちはやふる in 府中
キーワードラリー」を開催します。市内
5か所に設置された作者描き下ろし
キャラクターのパネルを巡り、キー
ワードを集めながら「ちはやふる」の聖
地を巡礼してみませんか。
問観光プロモーション課（☎335-4095）

日11月22日（火）から12月28日（水）
費無料／通信料は自己負担
内  リーフレット（観光情報セン

ター、片町文化セン
ターほか

で配布）に記載された場所を巡り、スマート
フォンを使ってキーワードを集める

※ キーワードを全て集めた方には、先着2000人に「ちはやふる」オリジ
ナルしおりを、抽せんで「ちはやふる」オリジナルグッズを差し上げ
ます。

　作品の完結を記念し、多くの方からいただいたメッセージやイラ
ストをまとめたメッセージボードを183 FUCHU FAN ZONEに
設置します。ぜひ、お立ち寄りください。
日11月22日（火）から令和5年2月28日（火）

～千早たちに会いに
行こう

～千早たちに会いに
行こう

in 府中ちはやふる

キーワードラリドラリー

メッセージボードが完成しました

日111
費無無料
内リリーー
でで配
フフォ

ありがとう！ちはやふる！

©
末
次
由
紀
／
講
談
社

　本市を含む6市を中心に、都を
ホームタウンとして活躍している
FC東京の児玉　剛選手、バングー
ナガンデ佳史扶選手が、11月8日
にシーズン終了の報告のため、高
野市長を表敬訪問しました。
問スポーツタウン推進課（☎335-
4477）

FC東京の選手が
シーズン終了報告で市長を表敬訪問

日12月27日（火）まで
場ミッテン府中
費無料
内フォトスポット、ラグビーのまち府中
や両チームに関するパネル・ユニフォーム展示ほか
※ 詳細は、市のHPでご確認ください。

シーズン開幕に向けたシーズン開幕に向けた
PRブースを開設PRブースを開設


